＜プレスリリース＞

2018 年 10 月 24 日

11 月 10 日・11 日開催 チーズの祭典『チーズフェスタ 2018』
新企画「チーズたっぷりパスタショー」、「アイスクリーム×チーズのコラボ」など
新たなチーズの魅力をご紹介
チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会は、11 月 10 日（土)・11 日(日)に渋谷区恵比寿のエビスス
バルビル（EBiS 303）にて開催する『チーズフェスタ 2018』、メインステージのタイムテーブルを発表いたしました。
「チーズたっぷりパスターショー」、「日本アイスクリーム協会 X チーズのコラボ企画」など、新企画が盛り込まれ、
新たなチーズの魅力をご紹介いたします。今年も第 7 回チー1 グランプリの表彰式が行われます。また、ゲス
トとして、フィギュアスケーター 本田紗来さん、峰竜太さん、料理研究家 本田よう一さん、パン・菓子・料
理研究家 ムラヨシ マサユキさんの出演が決定いたしました。その他、『チーズフェスタ 2018』の見どころは下
記となります。
本イベントについて、貴媒体で取材・掲載のご検討を何卒よろしくお願いいたします。

◆『チーズフェスタ 2018』の見どころ
■11 月 11 日（日）15:00～ 「チーズたっぷりパスタショー」 加盟各社ご自慢のチーズパスタをご紹介
各社の外食・中食担当者が腕をふるった自慢のチーズパスタ料理をお披露目。エントリー企業及び作品は下記 5 社です。
雪印メグミルク株式会社

六甲バター株式会社

森永乳業株式会社

まぐろとサーモンの

カルボナーラ風

クリームチーズと

タルタル冷製トマト

チーズパスタ

スモークサーモンのパスタ

クリームパスタ

（マーブルチーズがけ）

世界チーズ商会株式会社

株式会社明治

えびの

ブルーチーズとほうれん草の
ペンネ

チェダークリームパスタ

■11 月 11 日（日）12:00～ＮＰＯ法人チーズプロフェッショナル協会「食べて発見！チーズニッポン」
ＮＰＯ法人チーズプロフェッショナル協会様より日本の中小チーズ工房と品質向上への取り組みなどの紹介や
国産チーズコンテスト「JAPAN CHEESE AWARD2018」の最新結果発表および受賞チーズの試食提供を行います。

■試食コーナー 一般社団法人日本アイスクリーム協会×チーズがコラボレーション
一般社団法人日本アイスクリーム協会様とのコラボレーションで、「アイスクリーム×チーズ」が創りだす簡単でおいしい食トレン
ド！ そのおいしい組み合わせを、ぜひ試食にてお楽しみください。※数量に限りがございます。

■11 月 11 日（日）14：00～ 『第 7 回チー1 グランプリ』表彰式／プレゼンターは峰竜太さん！
今年で 7 回目を迎える、チーズを使ったレシピのコンテスト『チー１グランプリ』。応募作品は過去最多の
1054 作品！その中から、地域選抜（12 作品）を経て、グランプリ１作品、準グランプリ
2 作品、チーズ部門賞 1 作品を 11 月 11 日（日）の『チーズフェスタ 2018』会場にて発表
します。昨年に引き続き、峰竜太さんをプレゼンターにお迎えします！
※地域選抜賞 12 作品は別紙参照

■11 月 11 日（日）11：00～「本田よう一のアメリカンチーズのおいしい簡単レシピ」トークショー／
ゲストは本田紗来さん
トークショー形式で“本田よう一さん”考案の“アメリカンチーズ”を使った、これからの季節にぴったりの美味しくて
簡単に作る事が出来るレシピをご紹介いたします。ゲストには、昨年に引き続き、フィギュアスケーターの本田紗来さん。
今年の 8 月に開催された、アジアフィギュア杯（バンコク大会）の、“アドバンスドノービスクラス女子シングル”では、見事に銀メダ
ルを獲得しました。フィギュアスケートが上手くなる話や料理が上手くなる話など・・・、是非お楽しみ下さい。

本田よう一さん（料理研究家）
1983年生まれ福島県泉崎村出身。高校を卒業後、栄養士の専門学校に進み、栄養士の免許を取得。卒業
後は独学で料理写真を学び、フリーカメラマンに。2006年からは料理家として仕事を開始。野菜をたっ
ぷり使い、素材の味を活かしたレシピを得意とし、家族みんなで楽しめる味付けに定評がある。あった
かふくしま観光交流大使として活動中。

本田紗来さん（フィギュアスケーター）
2007 年生まれ、京都府出身。タレントとしてＣＭにも出演。
今年の 8 月にバンコクで開催された、アジアフィギュア杯（アジアスケート連盟が主催）では、“アド
バンスドノービスクラス女子シングル”で見事に銀メダルを獲得。
姉の本田真凜さんと本田望結さんもフィギュアスケートで活躍中。

■11 月 10 日（土）14:00～「秋の濃厚チーズメニュー」
濃厚チーズをふんだんに使ったチーズメニューを「きょうの料理」でおなじみのムラヨシ
マサユキさんがご紹介します！料理からデザートまでチーズ三昧の
ステージショーをお楽しみ下さい！
撮影：邑口京一郎

ムラヨシ マサユキさん（パン・菓子・料理研究家）
東京都内の自宅にてパンとお菓子の教室を主宰。モットーは「家でつくるからおいしい」。チーズ使いのセンスも抜群で、
斬新なアイデアのレシピを提案。

■11 月 10 日（土）：10：10～ メディア限定企画／「チーズと健康」
日本獣医生命科学大学 阿久澤 良造 学長をお招きし、「チーズと健康」をテーマとした［メディア向け
セミナー］を開催。私たちは、「おいしさ」や「健康への寄与」を期待し、食品を選んでいます。おいしさと健
康への寄与は、時には相反関係になる場合もあります。おいしさの決定因子と健康との関わりが、チーズ
においてはどうなのかについて考えます。

なお、チーズフェスタでのチーズ即売会の売上収益金は、例年通り、公益財団法人日本ユニセフ協会へ寄付し、
世界の子供たちの支援に充てさせていただきます。

■『チーズフェスタ 2018』 開催概要
◎日 時： 2018 年 11 月 10 日（土) 11 時～19 時／11 日(日) 11 時～18 時
◎会 場： 「EBiS 303」
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-20-8 エビススバルビル 3F
◎入 場： 入場無料
◎対 象： 一般
◎主 催： チーズ普及協議会、日本輸入チーズ普及協会
◎後 援： 農林水産省、厚生労働省
◎協 力： 公益財団法人日本ユニセフ協会/日本酪農科学会
一般社団法人日本アイスクリーム協会
NPO 法人チーズプロフェッショナル協会/チーズマスター会
◎ オフィシャルサイト： http://www.cheesefesta.com

■EBiS 303 へのアクセス
＜恵比寿駅までの所要時間＞
成田空港から約 1 時間 15 分、羽田空港から約 45 分、品川から約 10 分、新宿から約 10 分
渋谷から約 2 分
恵比寿駅から徒歩 3 分ほどの会場となります。
https://www.ebis303.com/info/access.html

◆11 月 10 日（土）タイムスケジュール
メインステージ
TIME

出展社名称

タイトル

11:00

チェスコ株式会社 /ソレジーナ

グラナパダーノチーズのご紹介

12:00

六甲バター株式会社

Q・B・B ベビーチーズをキューブ状にカット！
簡単おしゃれなホムパおつまみ

13:00

雪印メグミルク株式会社

「＃カワイイ パーティーチーズプラトー」

14:00

チーズ普及協議会

秋の濃厚チーズメニュー

15:00

株式会社明治

家族でチーズを楽しむ 十勝カマンベールレシピ

16:00

株式会社野澤組／

パルミジャーノレッジャーノのカットショー

パルミジャーノレッジャーノ協会
17:00

マリンフード株式会社

多彩なアレンジで毎日美味しくチーズを食べましょう！！

18:00

株式会社宝幸

「カラダにとどけ ロルフ ベビーチーズ」を使った健康朝食のご提案

チーズ紹介コーナー
TIME

出展社名称

タイトル

11:40

北海道乳業株式会社/Primar プリマール

北海道の新鮮な生乳のおいしさをご家庭に！北海道クリームチーズ
「Primar」

12:20

マリンフード株式会社

多彩なアレンジで毎日美味しくチーズを食べましょう！！

13:00

株式会社野澤組/AMBROSI

イタリア産チーズの食べ比べ

13:40

よつ葉乳業株式会社

３種のチーズを使った 『北海道十勝の恵みキッシュ』

14:20

チェスコ株式会社 /イゴール

イタリアチーズのご紹介

15:00

株式会社宝幸

新商品 カラダにとどけ ロルフベビーチーズ
乳酸菌＋食物繊維入り、マルチビタミン＋クエン酸入り のご紹介

15:40

雪印メグミルク株式会社

「＃カワイイ パーティーチーズプラトー」

16:20

株式会社明治

十勝スマートチーズで作る、ちょっと贅沢「家飲みレシピ」

17:00

チェスコ株式会社 /ベームスター

オランダが世界に誇るベームスターチーズの魅力

17:40

六甲バター株式会社

Q・B・B ベビーチーズの魅力
※ステージの内容・スケジュールは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

◆11 月 11 日（日）タイムスケジュール
メインステージ
TIME
11:00

出展社名称
アメリカ乳製品輸出協会

タイトル
「アメリカンチーズのおいしい簡単レシピ」 トークショー
ゲスト：本田紗来さん

12:00

NPO 法人チーズプロフェッショナル協会

食べて発見！チーズニッポン （Cheese Nippon：Tasty Discoveries）

13:00

森永乳業株式会社/クラフト

サラダが大変身！クラフト ひとくちフレッシュモッツァレラ！

14:00

チーズフェスタ実行委員会

チー１グランプリ 表彰式

15:00

チーズフェスタ実行委員会

「チーズたっぷりパスタショー」 加盟各社ご自慢のチーズパスタをご紹介

16:30

株式会社野澤組/
パルミジャーノレッジャーノ協会

パルミジャーノレッジャーノのカットショー

チーズ紹介コーナー
TIME

出展社名称

タイトル

11:40

株式会社野澤組/Frico

オランダ産チーズの食べ比べ

13:00

六甲バター株式会社

Q・B・B ベビーチーズをキューブ状にカット！
電子レンジで簡単チーズドライカレー

13:40

協同乳業株式会社/メイトー

〜チーズ料理研究家がお伝えする〜

14:20

森永乳業株式会社/クラフト

フィラデルフィアで食卓に幸せをつくろう！

15:00

アメリカ乳製品輸出協会・
カリフォルニアミルク協会

空想上の天国の恵 【カリフォルニアチーズ】 開拓者達の恩恵を食す

15:40

NPO 法人チーズプロフェッショナル協会

食べて発見！チーズニッポン （Cheese Nippon：Tasty Discoveries）

16:20

日本マイセラ株式会社/ロシナンテ

スペインチーズのおいしい食べ方

今ドキ♡カッテージチーズ活用法

※ステージの内容・スケジュールは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

チーズフェスタ 2018 会員各社

＊50 音順

チーズ普及協議会
◆会員
協同乳業株式会社／小岩井乳業株式会社／全国酪農業協同組合連合会／株式会社宝幸／北海道乳業株式会社
マリンフード株式会社／株式会社明治／森永乳業株式会社／雪印メグミルク株式会社／よつ葉乳業株式会社／六甲バター株式会社

日本輸入チーズ普及協会
◆正会員
伊藤忠商事株式会社／伊藤ハム株式会社／エムケーチーズ株式会社／株式会社エヌ・シー・エル
株式会社カーギルジャパン／株式会社ケンインターナショナルジェイピー／株式会社三祐／株式会社鈴商
世界チーズ商会株式会社／チェスコ株式会社／株式会社東京デーリー／日成共益株式会社／日本マイセラ株式会社
株式会社野澤組／株式会社フェルミエ／フォンテラ ジャパン株式会社／サヴァンシア フロマージュ＆デイリージャポン株式会社
株式会社宝幸／三井物産株式会社／三菱商事株式会社／ムラカワ株式会社／株式会社明治／森永乳業株式会社
雪印メグミルク株式会社／株式会社ラクト・ジャパン／六甲バター株式会社

◆準会員
エヌ・シー・フーズ株式会社／株式会社エフ アール マーケティング／株式会社エフ・エフ・シー／株式会社エム・シー・フーズ
株式会社ジェーシー・コムサ／株式会社ジェー・シー・シー／シュレッドサービス株式会社／株式会社諏訪角商店
ベル ジャポン株式会社／マリンフード株式会社／ユニオンチーズ株式会社／株式会社ヨシダコーポレーション
株式会社ロックフォール

◆賛助会員
アメリカ乳製品輸出協会／デンマーク農業理事会／チリ乳製品輸出協会／SOPEXA JAPON／デーリー・オーストラリア

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●協力
公益財団法人日本ユニセフ協会/日本酪農科学会/一般社団法人日本アイスクリーム協会
NPO 法人チーズプロフェッショナル協会/チーズマスター会

【本件に関する取材・お問い合わせ先】
チーズフェスタ PR 事務局：牟田/堀田
電話番号：03-5937-1721

FAX:03-5937-1725 ＊受付時間

E-mail：cheesefesta@ablemarketing.net

平日 10 時～17 時まで

